
金地病院副院長
小野瀬　裕　之

（聞き手　山内俊一）

　34歳女性。TSH 0.011、FT３ 4.28、FT４ 1.18　TRAb（−）とT３優位の甲状
腺機能亢進を認める方がいます。データは３カ月前とほぼ変わらずで、頻脈な
く、甲状腺結節も触れません。TRAb（−）のバセドウ病として、治療あるい
は経過観察がよいか無痛性甲状腺炎としてのフォローアップでよいかご教示く
ださい。

＜新潟県開業医＞

甲状腺機能亢進症の診断

　山内　小野瀬先生、今回の症例は、
ほぼ正常範囲内のFT３とFT４、一方、
TSHは明らかに低下している。抗体が
マイナスの状態で３カ月間、ほぼ状態
が変わらないということです。ご覧に
なって、まずどういった印象をお受け
になりますか。
　小野瀬　まず甲状腺のホルモンの測
定キットですが、メーカーによって正
常値がかなり異なっていますので、注
意が必要です。現在、甲状腺ホルモン
検査の標準化が進められています。
　データを拝見しますと、TSHが0.011
μIU/mLで、0.1以下に抑制され、FT
４は正常範囲で、FT３は4.28pg/mLで
高値であり、この状態が３カ月持続し

ているということですので、甲状腺機
能亢進状態が持続しているといってよ
いと思います。
　山内　TSHに関しても、まだ若干キ
ットによって違いがあるのでしょうか。
　小野瀬　TSHのほうがFT４、FT３
よりもキット間の変動係数は少ないの
ですが、最近、妊娠のときの甲状腺ホ
ルモンの補充を行う際に、TSHを2.5
未満にしたほうがいいという話もあり、
TSHに関しても検査の標準化が進めら
れているような状態です。
　山内　甲状腺機能亢進が少しありそ
うだというところですが、まず基本的
な鑑別から始めたいのですが。
　小野瀬　甲状腺機能亢進症をきたす
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表２　バセドウ病の診断ガイドライン

a）臨床所見
　１．頻脈、体重減少、手指振戦、発汗増加等の甲状腺中毒症所見
　２．びまん性甲状腺腫大
　３．眼球突出または特有の眼症状
b）検査所見
　１．遊離T４、遊離T３のいずれか一方または両方高値
　２．TSH低値（0.1μIU/mL以下）
　３．抗TSH受容体抗体（TRAb、TBII）陽性、または刺激抗体（TSAb）陽性
　４．  放射性ヨード（またはテクネシウム）甲状腺摂取率高値、
　　　シンチグラフィでびまん性
　　１）バセドウ病 a）の１つ以上に加えて、b）の４つを有するもの
　　２）確からしいバセドウ病 a） の１つ以上に加えて、b）の１、２、３を有する

もの
　　３）バセドウ病の疑い a） の１つ以上に加えて、b）の１と２を有し、 

遊離T４、遊離T３高値が３カ月以上続くもの

日本甲状腺学会ホームページより引用（一部改変）

表１　甲状腺中毒症を呈する疾患

甲状腺におけるホルモン合成・
分泌の亢進を伴う

甲状腺におけるホルモン合成・
分泌の亢進を伴わない

バセドウ病 無痛性甲状腺炎

TSH産生腫瘍 亜急性甲状腺炎

下垂体型甲状腺ホルモン不応症 急性化膿性甲状腺炎

妊娠一過性甲状腺中毒症 橋本病の急性増悪

胞状奇胎、絨毛上皮癌 物理的刺激、放射線照射

機能性結節
機能性多結節性甲状腺腫

外来性甲状腺ホルモンの摂取（甲状腺ホル
モンの過剰摂取、やせ薬や食物への混入）

非自己免疫性甲状腺機能亢進症（家族性
および孤発性）

卵巣甲状腺腫

甲状腺癌の転移

甲状腺専門医ガイドブック　日本甲状腺学会編　診断と治療社
　2016　p159より引用（一部改変）

疾患（表１）で最も頻度が高いものは
バセドウ病です。バセドウ病は若年・
中年女性に発症しやすい疾患です。甲
状腺中毒症症状とびまん性の甲状腺腫
大、眼球突出や複視などの眼症状を認
めます。今挙げた症状のうち１つ以上
を有し、かつ甲状腺ホルモンのFT４、
FT３のいずれか一方または両方が高
値で、TSHが0.1以下に抑制され、抗
TSH受容体抗体（TRAb）または甲状
腺刺激抗体（TSAb）が陽性であるこ
とが診断のガイドライン（表２）に挙
げられています。
　山内　こういう検査パターンで、無
痛性甲状腺炎が鑑別上よく出てくるの
ですが、こちらはいかがでしょうか。
　小野瀬　無痛性甲状腺炎をバセドウ
病と間違えて、抗甲状腺薬を投与する
ケースを私どもはよく拝見します。無
痛性甲状腺炎は橋本病やバセドウ病の
寛解期に発症する一過性の甲状腺機能
亢進症で、出産後にもよく見られるこ
とが知られています。しかし、バセド
ウ病と違い、経過を見ていると機能が
正常に戻ってきますので、あわてて抗
甲状腺薬を投与しないようにお願いし
たいと思います。
　山内　それ以外にも専門的にはいろ
いろなものが知られているのでしょう
ね。
　小野瀬　幾つかあります。機能性甲
状腺結節というものがありまして、甲
状腺の結節で自律性に甲状腺ホルモン

が過剰生産される疾患です。この症例
は触診で甲状腺結節を触れないという
ことでしたが、甲状腺エコーで結節の
有無を調べ、可能でしたら甲状腺のシ
ンチグラフィで結節に取り込みがない
かどうかを確認する必要があると思い
ます。
　山内　この方は34歳の女性というこ
となので、先ほど少し触れられました
が、妊娠に絡むものも考えられるとみ
てよいのでしょうか。
　小野瀬　そのとおりだと思います。
妊娠初期の一過性甲状腺機能亢進とい
いまして、つわりに伴うヒト絨毛性ゴ
ナドトロピン（hCG）の上昇に伴い甲
状腺ホルモンが上昇することが知られ
ています。また、その関連の絨毛性疾
患でも甲状腺ホルモンが上がりますし、
かなりまれですが、卵巣甲状腺腫で甲
状腺機能亢進症をきたすことが知られ
ているので注意が必要です。また、や
せ薬の中に甲状腺ホルモンを含有して
いるものがあり、そういうものを服用
していないかどうかを聴取していただ
くことも大事だと思います。
　山内　そこで特に代表的なバセドウ
病と無痛性甲状腺炎、この鑑別は時々
私も非常に迷うケースがあるので、も
う少し詳しくお話し願えますか。
　小野瀬　まず甲状腺機能亢進症の持
続期間が異なります。無痛性甲状腺炎
は一般的に３カ月以内に炎症が終息し、
甲状腺ホルモンが低下し、TSHが上昇

ドクターサロン63巻５月号（4 . 2019） （323）  32 （322） ドクターサロン63巻５月号（4 . 2019）

1905本文.indd   3 2019/04/11   11:10



表２　バセドウ病の診断ガイドライン

a）臨床所見
　１．頻脈、体重減少、手指振戦、発汗増加等の甲状腺中毒症所見
　２．びまん性甲状腺腫大
　３．眼球突出または特有の眼症状
b）検査所見
　１．遊離T４、遊離T３のいずれか一方または両方高値
　２．TSH低値（0.1μIU/mL以下）
　３．抗TSH受容体抗体（TRAb、TBII）陽性、または刺激抗体（TSAb）陽性
　４．  放射性ヨード（またはテクネシウム）甲状腺摂取率高値、
　　　シンチグラフィでびまん性
　　１）バセドウ病 a）の１つ以上に加えて、b）の４つを有するもの
　　２）確からしいバセドウ病 a） の１つ以上に加えて、b）の１、２、３を有する

もの
　　３）バセドウ病の疑い a） の１つ以上に加えて、b）の１と２を有し、 

遊離T４、遊離T３高値が３カ月以上続くもの

日本甲状腺学会ホームページより引用（一部改変）

表１　甲状腺中毒症を呈する疾患

甲状腺におけるホルモン合成・
分泌の亢進を伴う

甲状腺におけるホルモン合成・
分泌の亢進を伴わない

バセドウ病 無痛性甲状腺炎

TSH産生腫瘍 亜急性甲状腺炎

下垂体型甲状腺ホルモン不応症 急性化膿性甲状腺炎

妊娠一過性甲状腺中毒症 橋本病の急性増悪

胞状奇胎、絨毛上皮癌 物理的刺激、放射線照射

機能性結節
機能性多結節性甲状腺腫

外来性甲状腺ホルモンの摂取（甲状腺ホル
モンの過剰摂取、やせ薬や食物への混入）

非自己免疫性甲状腺機能亢進症（家族性
および孤発性）

卵巣甲状腺腫

甲状腺癌の転移

甲状腺専門医ガイドブック　日本甲状腺学会編　診断と治療社
　2016　p159より引用（一部改変）

疾患（表１）で最も頻度が高いものは
バセドウ病です。バセドウ病は若年・
中年女性に発症しやすい疾患です。甲
状腺中毒症症状とびまん性の甲状腺腫
大、眼球突出や複視などの眼症状を認
めます。今挙げた症状のうち１つ以上
を有し、かつ甲状腺ホルモンのFT４、
FT３のいずれか一方または両方が高
値で、TSHが0.1以下に抑制され、抗
TSH受容体抗体（TRAb）または甲状
腺刺激抗体（TSAb）が陽性であるこ
とが診断のガイドライン（表２）に挙
げられています。
　山内　こういう検査パターンで、無
痛性甲状腺炎が鑑別上よく出てくるの
ですが、こちらはいかがでしょうか。
　小野瀬　無痛性甲状腺炎をバセドウ
病と間違えて、抗甲状腺薬を投与する
ケースを私どもはよく拝見します。無
痛性甲状腺炎は橋本病やバセドウ病の
寛解期に発症する一過性の甲状腺機能
亢進症で、出産後にもよく見られるこ
とが知られています。しかし、バセド
ウ病と違い、経過を見ていると機能が
正常に戻ってきますので、あわてて抗
甲状腺薬を投与しないようにお願いし
たいと思います。
　山内　それ以外にも専門的にはいろ
いろなものが知られているのでしょう
ね。
　小野瀬　幾つかあります。機能性甲
状腺結節というものがありまして、甲
状腺の結節で自律性に甲状腺ホルモン

が過剰生産される疾患です。この症例
は触診で甲状腺結節を触れないという
ことでしたが、甲状腺エコーで結節の
有無を調べ、可能でしたら甲状腺のシ
ンチグラフィで結節に取り込みがない
かどうかを確認する必要があると思い
ます。
　山内　この方は34歳の女性というこ
となので、先ほど少し触れられました
が、妊娠に絡むものも考えられるとみ
てよいのでしょうか。
　小野瀬　そのとおりだと思います。
妊娠初期の一過性甲状腺機能亢進とい
いまして、つわりに伴うヒト絨毛性ゴ
ナドトロピン（hCG）の上昇に伴い甲
状腺ホルモンが上昇することが知られ
ています。また、その関連の絨毛性疾
患でも甲状腺ホルモンが上がりますし、
かなりまれですが、卵巣甲状腺腫で甲
状腺機能亢進症をきたすことが知られ
ているので注意が必要です。また、や
せ薬の中に甲状腺ホルモンを含有して
いるものがあり、そういうものを服用
していないかどうかを聴取していただ
くことも大事だと思います。
　山内　そこで特に代表的なバセドウ
病と無痛性甲状腺炎、この鑑別は時々
私も非常に迷うケースがあるので、も
う少し詳しくお話し願えますか。
　小野瀬　まず甲状腺機能亢進症の持
続期間が異なります。無痛性甲状腺炎
は一般的に３カ月以内に炎症が終息し、
甲状腺ホルモンが低下し、TSHが上昇
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腺機能亢進症として経過を追っていく
ことになります。隈病院の西原先生の
報告3）によりますと、TRAb陰性の放
射性ヨウ素のびまん性取り込みを認め
た甲状腺機能亢進症症例の遺伝子解析
をされていまして、約５％にTSH受容
体活性型変異（非自己免疫性甲状腺機
能亢進症）を認めています。遺伝子変
異の患者さんでは高率に甲状腺機能亢
進症の家族歴を有しており、この方の
家族歴も確認していただくことが大事
だと思います。
　遺伝子異常を認めなかった患者さん
の半数は発症初期、または寛解前のバ
セドウ病と考えられます。ただ一部に、
甲状腺の機能性結節の患者さんも混じ
っていたようです。ですから、画像診
断による確認も行っていただきたいと
思います。遺伝子変異を認めなかった
症例を１年間経過観察したところ、寛
解に至った症例も1/4ほどいたそうで
す。
　山内　今のお話ですと、バセドウ病
がくすぶっている状態も含まれている
可能性があるということで、このあた

りが患者さんへの説明の一つのポイン
トになるのですね。
　小野瀬　そうだと思います。
　山内　そうしますと、実際に対応と
か治療が必要かを最後にうかがいたい
のですが。
　小野瀬　この患者さんでは、あまり
症状がないようですので、このまま亢
進症状が悪化しなければ経過観察が可
能だと思います。ただし、潜在性の甲
状腺機能亢進症が持続する場合は、狭
心症や心房細動から心不全をきたした
り、骨粗鬆症、耐糖能障害のリスクも
あるため、抗甲状腺薬、無機ヨウ素、
手術やアイソトープ治療などが選択さ
れる場合もあります。
　山内　フォローアップが重要なので
すね。ありがとうございました。

１） 上條桂一　Medical Practice  28（11）：
1959-1963、2011

２） 上條桂一 他　医学と薬学　71（5）：
903-911、2014

３） 西原永潤 他　日本内分泌学会雑誌　
88（1）：250、2012

してきます。逆にいうと、３カ月以上
甲状腺機能亢進症が持続している場合
は、バセドウ病を考えます。また、バ
セドウ病の場合は特有な目の症状も見
られるので、これがあればバセドウ病
ということになると思います。
　山内　血液の検査所見での違いはあ
るのでしょうか。
　小野瀬　バセドウ病ではFT３、FT
４比（FT３/FT４）が無痛性甲状腺
炎より高く、FT３が高値であること
が知られています。また、尿中のヨウ
素、これはあまり測ることはないと思
うのですが、バセドウ病では無痛性甲
状腺炎より低下していることが知られ
ています。
　山内　甲状腺の超音波検査では違い
はあるのでしょうか。
　小野瀬　バセドウ病では甲状腺の血
流が豊富ですが、無痛性甲状腺炎では
甲状腺機能亢進の時期は甲状腺の血流
が低下しています。また、甲状腺シン
チグラフィでヨウ素、もしくはテクネ
シウムの甲状腺摂取率が、バセドウ病
では亢進しているのに対し、無痛性甲
状腺炎では低下していることが鑑別に
よく用いられています。
　山内　そうしますと、可能ならシン
チグラフィを行うと非常に鑑別しやす
いともいえるのですね。
　小野瀬　そうですね。ただ、シンチ
グラフィができる施設がなかなかない
ことが問題だと思います。日本甲状腺

学会のホームページにシンチグラフィ
検査ができる認定専門医施設が載って
いますので、そちらに問い合わせてい
ただくとよいと思います。
　山内　本症例では甲状腺機能亢進症
が少し長く続いているようですが、こ
れはどう考えたらよいでしょうか。
　小野瀬　先ほど述べたとおり、３カ
月以上甲状腺機能亢進症が持続してい
るためバセドウ病を疑うのですが、こ
の患者さんの症例は甲状腺機能亢進の
程度が軽く、甲状腺中毒症状、びまん
性の甲状腺腫、目の症状、いずれも認
めていません。また、一番の問題は
TRAbが陰性であることです。最新の
第三世代のTRAbでは、初診時のバセ
ドウ病では97％陽性であり、最近改良
されたTSAbでも初診時のバセドウ病
は99％陽性であると報告1）2）されてい
ます。TRAbが陰性でもTSAbが陽性
ということもあります。この症例では
測られていないようですので、ぜひ測
っていただきたいと思います。また、
経過中にTRAbが陽性化してくること
もありますので、時期を空けてまた測
っていただきたいと思います。
　山内　ただ、TRAbが非常に感度が
高くなったといっても、今のお話だと
最大３％、陰性の例もあるのですね。
　小野瀬　そうなのです。これは私ど
もも一番苦慮するところなのですが、
甲状腺の画像検査で結節がなく、かつ
抗体が陰性の場合、TRAb陰性の甲状
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腺機能亢進症として経過を追っていく
ことになります。隈病院の西原先生の
報告3）によりますと、TRAb陰性の放
射性ヨウ素のびまん性取り込みを認め
た甲状腺機能亢進症症例の遺伝子解析
をされていまして、約５％にTSH受容
体活性型変異（非自己免疫性甲状腺機
能亢進症）を認めています。遺伝子変
異の患者さんでは高率に甲状腺機能亢
進症の家族歴を有しており、この方の
家族歴も確認していただくことが大事
だと思います。
　遺伝子異常を認めなかった患者さん
の半数は発症初期、または寛解前のバ
セドウ病と考えられます。ただ一部に、
甲状腺の機能性結節の患者さんも混じ
っていたようです。ですから、画像診
断による確認も行っていただきたいと
思います。遺伝子変異を認めなかった
症例を１年間経過観察したところ、寛
解に至った症例も1/4ほどいたそうで
す。
　山内　今のお話ですと、バセドウ病
がくすぶっている状態も含まれている
可能性があるということで、このあた

りが患者さんへの説明の一つのポイン
トになるのですね。
　小野瀬　そうだと思います。
　山内　そうしますと、実際に対応と
か治療が必要かを最後にうかがいたい
のですが。
　小野瀬　この患者さんでは、あまり
症状がないようですので、このまま亢
進症状が悪化しなければ経過観察が可
能だと思います。ただし、潜在性の甲
状腺機能亢進症が持続する場合は、狭
心症や心房細動から心不全をきたした
り、骨粗鬆症、耐糖能障害のリスクも
あるため、抗甲状腺薬、無機ヨウ素、
手術やアイソトープ治療などが選択さ
れる場合もあります。
　山内　フォローアップが重要なので
すね。ありがとうございました。
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してきます。逆にいうと、３カ月以上
甲状腺機能亢進症が持続している場合
は、バセドウ病を考えます。また、バ
セドウ病の場合は特有な目の症状も見
られるので、これがあればバセドウ病
ということになると思います。
　山内　血液の検査所見での違いはあ
るのでしょうか。
　小野瀬　バセドウ病ではFT３、FT
４比（FT３/FT４）が無痛性甲状腺
炎より高く、FT３が高値であること
が知られています。また、尿中のヨウ
素、これはあまり測ることはないと思
うのですが、バセドウ病では無痛性甲
状腺炎より低下していることが知られ
ています。
　山内　甲状腺の超音波検査では違い
はあるのでしょうか。
　小野瀬　バセドウ病では甲状腺の血
流が豊富ですが、無痛性甲状腺炎では
甲状腺機能亢進の時期は甲状腺の血流
が低下しています。また、甲状腺シン
チグラフィでヨウ素、もしくはテクネ
シウムの甲状腺摂取率が、バセドウ病
では亢進しているのに対し、無痛性甲
状腺炎では低下していることが鑑別に
よく用いられています。
　山内　そうしますと、可能ならシン
チグラフィを行うと非常に鑑別しやす
いともいえるのですね。
　小野瀬　そうですね。ただ、シンチ
グラフィができる施設がなかなかない
ことが問題だと思います。日本甲状腺

学会のホームページにシンチグラフィ
検査ができる認定専門医施設が載って
いますので、そちらに問い合わせてい
ただくとよいと思います。
　山内　本症例では甲状腺機能亢進症
が少し長く続いているようですが、こ
れはどう考えたらよいでしょうか。
　小野瀬　先ほど述べたとおり、３カ
月以上甲状腺機能亢進症が持続してい
るためバセドウ病を疑うのですが、こ
の患者さんの症例は甲状腺機能亢進の
程度が軽く、甲状腺中毒症状、びまん
性の甲状腺腫、目の症状、いずれも認
めていません。また、一番の問題は
TRAbが陰性であることです。最新の
第三世代のTRAbでは、初診時のバセ
ドウ病では97％陽性であり、最近改良
されたTSAbでも初診時のバセドウ病
は99％陽性であると報告1）2）されてい
ます。TRAbが陰性でもTSAbが陽性
ということもあります。この症例では
測られていないようですので、ぜひ測
っていただきたいと思います。また、
経過中にTRAbが陽性化してくること
もありますので、時期を空けてまた測
っていただきたいと思います。
　山内　ただ、TRAbが非常に感度が
高くなったといっても、今のお話だと
最大３％、陰性の例もあるのですね。
　小野瀬　そうなのです。これは私ど
もも一番苦慮するところなのですが、
甲状腺の画像検査で結節がなく、かつ
抗体が陰性の場合、TRAb陰性の甲状

ドクターサロン63巻５月号（4 . 2019） （325）  54 （324） ドクターサロン63巻５月号（4 . 2019）

1905本文.indd   5 2019/04/11   11:10


	01-0001
	02-0001-1
	02-0001-2
	02-0002-1
	02-0002-2



